２０１５年ＪＭＲＣ中部ジムカーナ
東海シリーズ（全８戦）
共通特別規則書

http://www.jmrc-chubu.jp/
２０１５年６月１４日発行（改訂1：第６戦中止，ZESTとＲＳＴ住所変更）
公
示
本競技会は、ＦＩＡの国際モータースポーツ競技規則ならびにそれに準拠した日本自
動車連盟（ＪＡＦ）の国内競技規則および、ＪＭＲＣ中部ジムカーナ/ダートトライ
アル共通規則、ＪＭＲＣ中部ジムカーナ選手権規定、ならびに、本競技会の特別規則
書に従って開催される。
第１条 競技会の名称
２０１５年ＪＭＲＣ中部ジムカーナ東海シリーズ
第２条 競技種目
ジムカーナ
第３条 競技格式
下記第４条に記載（Ｄ：準国内、Ｅ：地方、Ｆ；クローズド）
第４条 開催日程
第５条 開催場所
第１戦
１月２５日（日）Ｅ
キョウセイドライバーランド
第２戦
３月 １日（日）Ｅ
美浜サーキット・クニモト
第３戦
４月１２日（日）Ｅ
幸田サーキットＹＲＰ桐山
第４戦
５月３１日（日）Ｅ
キョウセイドライバーランド
第５戦
７月 ５日（日）Ｅ
キョウセイドライバーランド
第６戦
８月 ８～９（土・日）Ｅ
キョウセイドライバーランド 開催中止
第７戦
９月１３日（日）Ｅ
幸田サーキットＹＲＰ桐山
第８戦 １０月１８日（日）Ｅ
美浜サーキット・クニモト
第６条 オーガナイザー
第１戦
ソモスモータースポーツクラブ
（ＳＯＭＯＳ）
第２戦
パームタウン
（ＰＡＬＭＴＯＷＮ）
第３戦
チームリミット
（ＬＩＭＩＴ）
第４戦
モンテカルロオートスポーツクラブ （ＭＡＳＣ）
第５戦
ラックスポーツ
（ＬＵＣＫ ＳＰＯＲＴ）
第６戦
ｿﾓｽﾓｰﾀｰｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ/名古屋ﾚｰｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ （ＳＯＭＯＳ/ＮＲＣ）
開催中止
第７戦
チームゼスト
（ＺＥＳＴ）
第８戦
アールエスタケダ
（ＲＳＴ）

第７条 大会役員および組織委員会
大会会長
公式通知にて発表
組織委員長
〃
組織委員
〃
組織委員
〃
第８条 競技主要役員
審査委員長
公式通知にて発表
審査委員
〃
競技長
〃
コース委員長
〃
計時委員長
〃
技術委員長
〃
救急委員長
〃
事務局長
〃
認定救急安全委員
〃
第９条 参加車両
当該年国内競技車両規則第３編スピード車両規定に適合したＰＮ・Ｎ・ＳＡ・Ｂ車両
とする。ＳＡ・ＬおよびＲＡクラスのマフラー及び排気管の変更はエキゾーストマニ
ホールドおよびフロントパイプ部の変更のみ許される。
＊の記号のあるクラスは下記条件を含み使用タイヤの制限を行う。
ＲＡ車両：当該年スピードＳＡ車両規定に適合した車両で下記①②を満足した車両と
する。
ＲＮ車両：当該年スピードＮ車両規定に適合した車両で下記②を満足した車両とする。
ＰＮ車両：当該年スピードＰＮ車両規定に適合した車両で下記②を満足した車両と
する。
①タイヤサイズ
競技会開催場所内に限り、タイヤおよびホイールサイズを規制なく変更すること
ができる。ただし、最大負荷能力は満足すること。
②使用タイヤの制限
下記に示す通称Ｓタイヤの装着を禁止する。
タイヤ製造者
住友ゴム工業㈱
㈱ブリヂストン
東洋ゴム工業㈱
横浜ゴム㈱
Hankook Tire Co.Ltd.
Kumho Tire Co.Ltd.

製造者問わず

ブランド名
使用が認められないタイヤ銘柄
DIREZZA 93J/98J/01J/02G/03G
POTENZA 520S/540S/55S/11S
PROXES FM9R/08R/881/888/RR
ADVAN 021/032/038/039/048/050
Ventus
Z214
Ecsta
V710
ラリータイヤ／海外タイヤ製造者（通称
セミレーシングタイヤに準ずるタイヤ）等

スーパー１５００車両（略称；Ｓ１５００）：当該年ＪＭＲＣ中部Ｓ１５００車両
規定に適合した車両とする。
ＲＡ２０００車両；当該年ＪＭＲＣ中部ＲＡ２０００車両規定に適合した車両とする。
車両規則はＪＭＲＣ中部発行のモータースポーツハンドブックおよびＪＭＲＣ中部
ＨＰに記載する。

第１０条 クラス区分
１）ＪＭＲＣ中部タイトル認定クラス
Ｓ１５００
スーパー１５００車両＊
ＰＮ－１
気筒容積1600㏄以下の２輪駆動（ＦＦ、ＦＲ）のＰＮ車両＊
ＰＮ－２
気筒容積1600㏄を超える２輪駆動（ＦＦ、ＦＲ）のＰＮ車両＊
ＰＮ－３
気筒容積1600ccを超え2000cc以下の後輪駆動（ＦＲ）の
ＰＮ車両のうち、ＦＩＡ/ＪＡＦ公認発行年またはＪＡＦ登録
年が２０１２年１月１日以降の車両＊
ＰＮ－４
クラス１、クラス２およびクラス３に該当しないＰＮ車両＊
ＲＮ－１
前輪駆動のＲＮ車両＊
ＲＮ－２
後輪駆動のＲＮ車両＊
ＲＮ－３
４輪駆動のＲＮ車両＊
ＲＡ－２
前輪駆動のＲＡ車両＊
ＲＡ２０００ 気筒容積2000cc以下の自然吸気エンジンの後輪駆動の
ＲＡ車両＊（車両規定はＲＡ２０００車両規定を運用）
ＲＡ－３
後輪駆動のＲＡ車両＊
ＲＡ－４
４輪駆動のＲＡ車両＊
ＳＡ－１
気筒容積1600㏄以下の２輪駆動のＳＡ車両
ＳＡ－２
気筒容積1600㏄を超える２輪駆動のＳＡ車両
ＳＡ－３
４輪駆動のＳＡ車両
２）ＪＭＲＣ中部タイトル認定外クラス
ＥＸ
Ｓ１５００・ＰＮ・ＲＮ・ＲＡ・Ｎ・ＳＡの車両で参加する
本規則書第１１条２）に該当する上級者
第１１条 参加資格
１）ＪＭＲＣ中部タイトル認定クラス
（１）地方格式以下の競技会については当該年度ＪＡＦ発給の競技運転者許可証
の国内Ａ、又は国内Ｂを有すること。
準国内格式の競技会については当該年度ＪＡＦ発給の競技運転者許許可証
可証の国内Ｂ以上を有すること。
（２）ＪＭＲＣ中部に加盟しているクラブ、団体に所属 している者に限る。
但し、参加人員に余裕がある場合はその限りではない。
（３）ＪＭＲＣ中部に加盟しているクラブ、団体に所属している者は ＪＭＲＣ
中部共済会に加入していること。
その他の者は、JMRC中部共済会の保障額以上の競技に有効な傷害保険
等に加入していること。
（４）未成年者の場合は親権者の同意を必要とする。
（５）当該年度ＪＭＲＣ中部シードドライバー，当該年度全日本シードドライ
バーは参加できない。（クラス変更も不可）
２）ＪＭＲＣ中部タイトル認定外クラス；ＥＸクラス
当該年度ＪＭＲＣ中部シードドライバー，当該年度全日本シードドライバー ，
主催者が参加を認めた上級者。
ただし、上記の（１）～（４）の参加資格を満たすこと。
第１２条 参加台数
１）１５０名
先着順
２）同一選手は、１クラスしか参加出来ない。
３）同一車両による重複参加は同一クラスのみで２名迄とする。
但し、ＥＸクラスとの重複は認められる。
第１３条 参加料
＊参加申込みは大会ごと各主催者へ申込み下さい。（第１９条に記載）

第１４条 参加申し込み期間
競技会開催日の１ヶ月前から１０日前の木曜日迄必着
第１５条 タイムスケジュール
ゲートオープン
ＡＭ６：３０（第６戦は公式通知にて発表）
受付
ＡＭ７：００～ＡＭ７：４５ （〃）
車検
公式通知にて発表
コース下見
〃
ドライバーズブリーフィング
〃
第１ヒート
〃
表彰式
〃
注）ＪＭＲＣ中部ＨＰおよび各主催者ＨＰにて発表
第１６条 賞典
１）ＪＭＲＣ中部タイトル認定クラス
賞典対象は各クラス参加人数の２５％ （少数点以下は切り上げ）とし、６位を
上限とする。（公式通知にて発表）
賞典対象者には３位までトロフィーまたは楯を授与する。
２）ＪＭＲＣ中部タイトル認定外クラス；ＥＸクラス
順位決定および賞典は公式通知にて発表。
第１７条 シリーズポイント
１）各クラス３回の開催でシリーズの成立とする。
２）各クラス３名の参加受付でクラス成立とする。
３）参加者全員に得点を与えられる権利を有する。
但し、シリーズの順位は最終戦までにＪＭＲＣ中部に加盟しているクラブ､団体
に所属し競技に参加した者に与えられる。
未所属の場合はシリーズ順位が抹消され､下位の者に繰り上げられて与えられる。
４）シリーズポイントは各クラス下記の得点があたえられる。
１位
２０

２位
１５

３位
１２

４位
１０

５位
８

６位
６

７位
４

８位
３

９位
2

10位
1

５）女性運転者は該当者を抜粋し参加する車両クラス１位のベストタイムとの
タイム差で順位を決定して別途得点を与える。
６）パワーステージ制度
ミドル戦活性化を目的としたパワーステージ制度を設ける。
①内容
東海シリーズのシリーズポイントに北陸シリーズ１戦分のポイント
（パワーポイント）を追加申請できる。
②対象クラス
ミドル戦のエキスパートクラス，ストリートクラス，クローズドクラス
を除く全クラスを対象とする。
③適用方法
＊クラス ；同等のクラスで参加しなければならない。
＊適用
；申請したいシリーズの最終戦にエントリーし受理されなけ
れば、パワーポイントを申請できない。
選手個人は東海シリーズと北陸シリーズのどちらか一方し
かパワーポイントを申請できない。
＊ポイント；獲得したポイントで最も得点の高い１戦分をパワーポイン
トとできる。取得目的でのエントリーは３戦までとし、
４戦以上エントリーした場合は申請できない。
パワーポイント取得目的でエントリーし、 参加クラス不

成立の場合は通常の５０％ （小数点切り下げ）のポイン
トを取得できる。最終戦当日の参加受付時に必要事項を記
入して事務局に申請すること。
申請する時点で獲得していないポイントを見込みで申請す
ることはできない。
７）得点合計の対象（有効戦数）
得点合計の対象は、成立した当該クラスの競技会８０％（小数点以下四捨
五入）とし、高得点順に合計する。
但し、得点合計の対象が３競技会に満たない場合は、すべての競技会が得
点の対象となる。
８）同点の場合は地方選手権規定に準ずる。
第１８条 シリーズ表彰
１）シリーズﾞ表彰は最終戦終了後、最終戦の会場または後日、別会場で行う。
２）シリーズ表彰の対象は各ｸﾗｽ上位６名迄とする。
但し､参加台数が少ないクラスは対象を減らす場合がある。
３）シリーズ表彰には本人、又は代理人の出席なき場合は表彰しない。
第１９条 参加申し込み＆問い合わせ先
・参加料
１）ＪＭＲＣ中部タイトル認定クラス
第１～８戦；１２，０００円（弁当無し）
注１）全戦対象；ＪＭＲＣ中部に加盟のクラブ、団体に所属していな
い者は上記＋２，０００円の参加料が必要。
２）ＪＭＲＣ中部タイトル認定外クラス；ＥＸクラス
第１～８戦； ８，０００円（弁当無し）
第１戦 １月２５日（日） SOMOS キョウセイドライバーランド
ＳＯＭＯＳテクニカルジムカーナ
〒463-0023 名古屋市守山区今尻町１３０６番地
SOMOS内 東海ｼﾘｰｽﾞ SOMOS事務局
TEL/FAX 052-798-5621/5622
http://www.somos.jp/
第２戦 ３月 １日（日） PALM TOWN 美浜サーキット・クニモト
６０２ＰＴＧ ＣＵＰ ジムカーナ
〒446-0007 安城市東栄町２－７－１３
(有)ﾊﾟｰﾑﾀｳﾝｶﾞﾚｰｼﾞ内 ｼﾞﾑｶｰﾅ事務局
TEL/FAX 0566-98-1961/1986
http://602.co.jp/PTG/
第３戦 ４月１２日（日） LIMIT 幸田サーキットYRP桐山
リミットテクニカルジムカーナ
〒463-0023 名古屋市守山区今尻町１３０６番地
SOMOS内 東海ｼﾘｰｽﾞＬＩＭＩＴ事務局
TEL/FAX 052-798-5621/5622
http://www.somos.jp/
第４戦 ５月３１日（日） MASC キョウセイドライバーランド
MASC TECHNICAL GYMKHANA 2015
〒480-1103 長久手市岩作琵琶ヶ池20-1
㈱ラック内 MASCｼﾞﾑｶｰﾅ東海ｼﾘｰｽﾞ事務局
TEL/FAX 0561-63-0101/3535
http://luckmc.ec-net.jp/

第５戦 ７月 ５日（日） LUCK SPORT キョウセイドライバーランド
LUCK HIGH SPEED GYMKHANA in Ｊｕｌｙ
〒480-1103 長久手市岩作琵琶ヶ池20-1
㈱ラック内 ラックスポーツ事務局
TEL/FAX 0561-63-0101/3535
http://luckmc.ec-net.jp/
第６戦 ８月 ８～９日（土・日） SOMOS/NRC キョウセイドライバーランド
キョウセイナイトジムカーナ
＜開催中止＞
〒463-0023 名古屋市守山区今尻町１３０６番地
SOMOS内 東海ｼﾘｰｽﾞ SOMOS事務局
TEL/FAX 052-798-5621/5622
第７戦
９月１３日（日） ZEST 幸田サーキットYRP桐山
ＺＥＳＴテクニカルジムカーナ
〒472-0045 知立市長篠町新田東23-7
株式会社ゼスト内 東海ｼﾘｰｽﾞ ZEST事務局
TEL/FAX 0566-83-0030/0031
http://homepage3.nifty.com/chubu-gym-bukai-page/
第８戦１０月１８日（日） RST 美浜サーキット・クニモト
RST Autumn GYMKHANA
〒468-0013 名古屋市天白区荒池２丁目１３１５番地
アールエスタケダ内 東海シリーズ事務局 池田 峰輝
TEL/FAX 052-802-0647/0841
http://www.rstakeda.com/
第２０条 付則
１）本特別規則書に記載されない競技に関する細則は、国内競技規則、国際モー
タースポーツ競技規則ならびにＪＭＲＣ 中部共通規則に従って 開催される。
２）本規則及び競技に関する諸規則の解釈に疑義が生じた場合は、競技会審査
委員会の決定を最終とする。
３）オーガナイザーは、理由を明示することなく参加を拒否することが出来る。
この場合の参加料は返却手数料として参加料から１０００円を差し引いて
申込者に返金する。
４）参加受理はＪＭＲＣ中部ＨＰと各主催者ＨＰにてリストで通知する。
受理リストを確認できない場合は主催者に連絡すること。
５）タイムスケジュールをＪＭＲＣ中部ＨＰおよび各主催者ＨＰにて公式通知
で発表する。

２０１５年ＪＭＲＣ中部ジムカーナ
シードドライバーリスト
星野 潤
小林 伸人
藤居 真樹
小川 国大
山口 克之
太田 明
隅田 敏昭
榎本 利弘
菅野 秀昭
松尾 勝規
近藤 瑛貴
大石 博之
村上 仁

合計 １９名
西澤 浩光
柏木 良文
仲川 雅樹
安部 洋一
山田 拓
大須賀 義外

